
資料3

なら歯と口腔の健康づくり計画の

指標の最新値及び

指標の市町村順位等について



なら歯と口腔の健康づくり計画の指標（最新値の状況）No. 種類 指標 計画策定時の値 現状値（調査時点） 目標値（H34，考え方）1 乳幼児期・妊婦 むし歯（う蝕）の無い3歳児の割合������� 76.1%(H23) 78.0%(H24) 90.0%，現状値が国と同程度であり、国目標値と一致させる。（国：77.1%→90%）2 不正咬合等が認められる3歳児の割合 12.6%(H23) 13.3%(H24) 12.0%，過去10年(H13～22)の平均(13.3%)から10%減を目指す。3 むし歯（う蝕）の無い3歳児の割合が80%以上である市町村数 14市町村(H23) 14市町村(H24) 21市町村，H17～23の傾向からH34の予想値を推計。4 妊婦に対する歯科口腔保健指導等を実施する市町村数 17市町村(H22) 24市町村(H25) 27市町村，年に1市町村ずつ増やすことを目指す。５ 少年期 むし歯（う蝕）の無い12歳児の割合 56.2%(H23) 60.4%(H25) 65.0%，現状値が国と同程度であり、国目標値と一致させる。（国：54.6%→65%）６ 12歳児で歯肉に炎症所見がある人の割合 今後把握 17.4%(H25) 今後設定７ 12歳児の平均むし歯（う蝕）本数が1本未満である市町村数 17市町村(H23) 19市町村(H25) 23市町村，国と同様約6割の達成を目指す。（国：7都道府県→28都道府県）８ 小学校での歯科口腔保健に関する集団指導の実施状況を把握している市町村数 19市町村(H23) ２０市町村(H2４) 29市町村，年に1市町村ずつ増やすことを目指す。９ 中学校での歯科口腔保健に関する集団指導の実施状況を把握している市町村数 9市村(H23) 7市村(H2４) 19市町村，年に1市町村ずつ増やすことを目指す。１０ 青年期・壮年期 歯科医師による定期的なチェック（1年に1回）を受けている人の割合（20歳以上） 男性：33.0%女性：39.6%(H23) 男性：35.2%女性：44.3%(H25) 男性：50.0%女性：50.0%現状から約10ポイント増を目指す。１１ 20歳代で歯肉に炎症所見がある人の割合 27.1%(H24) 30.2%(H25) 24.4%，現状から10%減を目指す。１２ 40歳で28本以上の自分の歯がある人の割合 90.2%(H23) 82.9%(H25) 現状維持，国目標値（75%）を既に達成していることから現状を維持する。１３ 60歳で24本以上の自分の歯がある人の割合 67.4%(H23) 70.3%(H25) 75.0%，H19～23の傾向からH34の予想値を推計。１４ 40歳で進行した歯周炎を有する人の割合 42.7%(H23) 41.5%(H24) 30.0%，国と同様12ポイントの減少を目指す。（国：37.3%→25%）１５ 60歳で進行した歯周炎を有する人の割合 56.9%(H23) 50.4%(H24) 45.0%，現状値が国と同程度であり、国目標値と一致させる。（国：54.7%→45%）１６ 40歳で未処置の歯を有する人の割合 40.7%(H23) 39.2%(H24) 10.0%，現状値が国と同程度であり、国目標値と一致させる。（国：40.3%→10%）１７ 60歳で未処置の歯を有する人の割合 31.9%(H23) 33.1%(H24) 10.0%，現状値が国と同程度であり、国目標値と一致させる。（国：37.6%→10%）１８ 60歳代で咀嚼が良好な人の割合 91.6%(H23) 80.3%(H25) 現状維持，国目標値（80%）を既に達成していることから現状を維持する。１９ 時間をかけてよく噛んで（20～30回）食べる人の割合 25.1%(H22) 19.6%(H25) 33.0%(H28)，第2期奈良県食育推進計画
1111



No. 種類 指標 計画策定時の値 現状値（調査時点） 目標値（H34，考え方）20 高齢期 80歳で20本以上の自分の歯がある人の割合 43.3%(H23) 38.2%（H25） 55.0%，現状から約10ポイント増を目指す。21 1日2回以上歯みがきを行い、毎年歯科医師によるチェックを受けている人の割合（65歳以上） 33.0%(H23) 34.9%（H25） 36.3%，現状から10%増を目指す。22 歯科医師による定期的なチェック（1年に1回）を受けている人の割合（20歳以上） 再掲：No.10参照23 障害のある人 障害者支援施設及び障害児入所施設での定期的な歯科検診の実施割合 50.0%(H24) 50.0%(H24) 90.0%，現状値が国と同程度であり、国目標値と一致させる。（国：66.9%→90%）24 介護が必要な高齢者 介護老人福祉施設及び介護老人保健施設での定期的な歯科検診の実施割合 18.3%(H24) 18.3%(H24) 50.0%，現状値が国と同程度であり、国目標値と一致させる。（国：19.2%→50%）25 社会環境の整備 歯科医師による定期的なチェック（1年に1回）を受けている人の割合（20歳以上） 再掲：No.10参照26 むし歯（う蝕）の無い3歳児の割合が80%以上である市町村数 再掲：No.3参照27 12歳児の平均むし歯（う蝕）本数が1本未満である市町村数 再掲：No.7参照

2222

なら歯と口腔の健康づくり計画の指標（最新値の状況）



0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 2.4 2.6 3.2 5.7 6.0 7.1 7.7 8.6 8.7 9.3 9.8 10.0 11.6 11.9 12.9 13.0 13.3 13.8 13.8 14.3 14.5 14.8 16.9 17.7 19.2 19.9 20.0 22.9 25.0 25.6 13.3 
051015202530

曽爾村 御杖村 下市町 黒滝村 天川村 野迫川村 下北山村 川西町 吉野町 三宅町 大淀町 三郷町 御所市 十津川村 上牧町 王寺町 田原本町 高取町 五條市 明日香村 大和郡山市 桜井市 生駒市 広陵町 奈良市 平群町 橿原市 山添村 香芝市 斑鳩町 大和高田市 天理市 宇陀市 葛城市 東吉野村 安堵町 川上村 河合町 （上北山村） 県平均
%

出典：奈良県健康づくり推進課・保健予防課調べ
3333

１．３．市町村別 むし歯（う蝕）の無い３歳児の割合 (H24)100.0 100.0 100.0 100.0 93.3 93.0 89.2 85.7 85.4 84.8 81.8 81.8 80.8 80.8 79.3 78.8 78.7 78.5 78.0 77.8 76.6 76.4 75.0 74.4 74.4 72.5 71.4 70.7 70.4 70.3 69.4 68.5 68.1 64.3 60.0 60.0 60.0 60.0 78.0 
020406080100

天川村 野迫川村 下北山村 川上村 明日香村 生駒市 三郷町 安堵町 吉野町 斑鳩町 王寺町 天理市 河合町 大淀町 香芝市 大和郡山市 田原本町 大和高田市 平群町 葛城市 橿原市 奈良市 黒滝村 三宅町 上牧町 宇陀市 山添村 五條市 桜井市 広陵町 御所市 高取町 川西町 十津川村 曽爾村 御杖村 下市町 東吉野村 （上北山村） 県平均
％

出典：奈良県健康づくり推進課・保健予防課調べ
県平均78.0％目標値90.0％(H34)

80％以上の市町村数14

目標値21市町村(H34)

２．市町村別 不正咬合等が認められる３歳児の割合 (H24)

県平均13.3％目標値12.0％(H34)

※ 上北山村は対象となる３歳児が存在しない。

※ 上北山村は対象となる３歳児が存在しない。



（１）講義 （２）歯科検診 （３）講話 （４）歯ブラシ指導 （５）取組 内容1 奈良市 ○ ○ ○ － ○ － －2 大和郡山市 ○ － － － ○ － －3 生駒市 ○ － － ○ ○ － －4 天理市 ○ － ○ － － － －5 平群町 ×6 三郷町 ×7 斑鳩町 ○ － ○ ○ ○ － －8 安堵町 ○ － － ○ ○ － －9 山添村 ×10 橿原市 ○ － ○ ○ － ○ ・妊娠届時、パンフレットの説明と歯科健診受診勧奨11 桜井市 ○ － ○ ○ ○ － －12 宇陀市 ○ － － ○ ○ － －13 川西町 ×14 三宅町 ×15 田原本町 ○ － ○ ○ ○ ○ ・母子手帳交付時に歯科医院への受診勧奨とリーフレットを配付16 曽爾村 ○ － ○ － ○ ○ ・歯科医師による個別指導17 御杖村 ×18 高取町 ○ － ○ － ○ － －19 明日香村 ○ － ○ － ○ － －20 大和高田市 ○ － ○ － ○ ○ ・母子手帳交付時に保健師が集団or個別指導・妊婦歯科健診後、歯科衛生士による個別指導21 御所市 ×22 香芝市 ○ － ○ － ○ － －23 葛城市 ○ － － ○ ○ － －24 上牧町 ×25 王寺町 ○ － － ○ － － －26 広陵町 ○ － ○ ○ ○ － －27 河合町 ○ － － ○ ○ － －28 五條市 ○ － ○ － ○ ○ ・染め出し、歯ブラシ指導・歯周疾患予防について指導・妊娠トラブルについて指導29 吉野町 ○ － ○ ○ ○ － －30 大淀町 ○ － － ○ ○ ○ ・母子手帳交付時に、歯科検診受診勧奨及び歯の健康に関するチラシの配付31 下市町 ×32 黒滝村 ×33 天川村 ×34 野迫川村 ○ － － － － ○ ・母子手帳交付時に一般的な妊婦歯科保健指導として保健師が指導する35 十津川村 ×36 下北山村 ○ － ○ ○ ○ ○ ・育児サークルで歯科衛生士による歯科教室・女性のがん検診での歯科相談37 上北山村 ×38 川上村 ×39 東吉野村 ×24 1 15 14 20 8

その他No. 市町村名 実施の有無 歯科医師 歯科衛生士４．妊婦に対する歯科口腔保健指導を実施する市町村(H25)

出典：奈良県健康づくり推進課調べ 4444



0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 5.3 5.8 9.1 10.1 10.7 11.4 13.2 13.5 14.3 15.0 15.0 15.1 15.8 15.8 17.4 18.9 19.5 25.0 26.1 27.1 27.5 28.7 30.4 31.0 31.6 35.7 35.8 
60.0 

17.4 0102030405060

山添村 川西町・三宅町 御杖村 黒滝村 天川村 下北山村 川上村 東吉野村 三郷町 下市町 安堵町 橿原市 広陵町 御所市 宇陀市 大和郡山市 奈良市 上北山村 田原本町 吉野町 生駒市 十津川村 斑鳩町 桜井市 五條市 平群町 王寺町 葛城市 大和高田市 上牧町 天理市 高取町 河合町 香芝市 明日香村 大淀町 曽爾村 （野迫川村） 県平均
％

出典：奈良県歯科医師会調べ

100.0 100.0 82.5 82.4 78.0 75.1 75.0 71.5 67.8 67.5 66.7 65.1 64.3 63.9 63.6 61.9 60.5 58.6 58.6 55.9 54.5 53.6 53.3 51.9 50.0 47.7 46.2 44.6 43.5 43.5 43.4 39.3 37.7 25.0 16.7 0.0 0.0 
60.4 

020406080100
黒滝村 上北山村 吉野町 川西町・三宅町 生駒市 河合町 山添村 大和郡山市 奈良市 斑鳩町 東吉野村 三郷町 明日香村 広陵町 御杖村 王寺町 下市町 宇陀市 桜井市 上牧町 大淀町 五條市 田原本町 香芝市 下北山村 橿原市 安堵町 高取町 葛城市 天理市 大和高田市 御所市 平群町 川上村 天川村 曽爾村 十津川村 （野迫川村） 県平均

％
出典：奈良県歯科医師会調べ

5555

５．市町村別 むし歯（う蝕）の無い１２歳児の割合 (H25)

県平均60.4％目標値65.0％(H34)

６．市町村別 12歳児で歯肉に炎症所見がある人の割合 (H25)

県平均17.4％目標値 今後設定
※ 野迫川村は対象となる12歳児が存在しない。

※ 野迫川村は対象となる12歳児が存在しない。



0.00 0.00 0.25 0.33 0.42 0.50 0.53 0.55 0.56 0.62 0.64 0.68 0.81 0.84 0.88 0.94 0.98 0.99 1.03 1.03 1.04 1.13 1.23 1.25 1.26 1.29 1.40 1.44 1.61 1.66 1.70 1.82 1.83 1.92 2.25 
6.00 6.42 

0.99 012
345
67

黒滝村 上北山村 川西町・三宅町 吉野町 斑鳩町 東吉野村 河合町 生駒市 山添村 大和郡山市 御杖村 奈良市 三郷町 下市町 桜井市 大淀町 明日香村 王寺町 宇陀市 広陵町 安堵町 五條市 上牧町 下北山村 香芝市 田原本町 橿原市 平群町 天理市 葛城市 高取町 御所市 天川村 大和高田市 川上村 曽爾村 十津川村 （野迫川村） 県平均
本

出典：奈良県歯科医師会調べ

6666

７．市町村別 １２歳児の平均むし歯本数 (H25)

県平均0.99本
1本未満の市町村数19

目標値23市町村(H34)

※ 野迫川村は対象となる12歳児が存在しない。



出典：奈良県健康づくり推進課調べ

８．９．小学校及び中学校での歯科口腔保健に関する集団指導の実施状況を
把握している市町村(H24)

7777

小学校 中学校1 奈良市 奈良市保健所2 大和郡山市3 生駒市 ○ ○4 天理市5 平群町 ○6 三郷町7 斑鳩町 ○8 安堵町 ○9 山添村 ○10 橿原市 ○11 桜井市12 川西町 ○13 三宅町14 田原本町 ○15 宇陀市16 曽爾村 ○ ○17 御杖村18 高取町19 明日香村 ○ ○20 大和高田市 ○21 御所市22 香芝市 ○23 葛城市24 上牧町25 王寺町 ○26 広陵町27 河合町28 五條市 ○29 野迫川村30 十津川村 ○ ○31 吉野町 ○32 大淀町33 下市町34 黒滝村35 天川村36 下北山村 ○ ○37 上北山村 ○38 川上村 ○ ○39 東吉野村 ○ ○20 7

桜井保健所
葛城保健所
吉野保健所

把握の有無No. 市町村名 管轄保健所
郡山保健所



8888

52.248.447.544.142.642.441.741.539.639.138.838.237.537.537.437.335.935.035.034.433.733.333.232.532.431.830.029.329.028.627.927.023.122.922.222.221.615.47.5
35.2

0102030405060

斑鳩町 御杖村 曽爾村 上北山村 田原本町 黒滝村 平群町 大和高田市 上牧町 奈良市 御所市 三宅町 三郷町 広陵町 生駒市 葛城市 河合町 香芝市 吉野町 大和郡山市 天理市 王寺町 橿原市 東吉野村 天川村 大淀町 桜井市 高取町 下北山村 五條市 宇陀市 十津川村 川西町 川上村 山添村 安堵町 下市町 野迫川村 明日香村 奈良県
％

男性

出典：なら健康長寿基礎調査

57.654.954.553.651.951.751.650.147.646.746.545.845.545.244.944.844.243.343.142.742.442.041.441.141.040.540.440.340.139.339.136.435.635.134.033.332.723.322.044.3
0102030405060

曽爾村 上牧町 五條市 三郷町 平群町 広陵町 斑鳩町 奈良市 河合町 天川村 香芝市 天理市 川西町 御所市 葛城市 安堵町 御杖村 田原本町 橿原市 桜井市 下市町 生駒市 野迫川村 王寺町 三宅町 高取町 明日香村 宇陀市 大和郡山市 大和高田市 下北山村 上北山村 大淀町 十津川村 山添村 黒滝村 吉野町 川上村 東吉野村 奈良県
％

女性

出典：なら健康長寿基礎調査

１０．歯科医師による定期的なチェック（1年に1回）を受けている人の割合（20歳以上）(H25)

県平均35.2％目標値50.0％(H34) 県平均44.3％目標値50.0％(H34)


